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「アムンディ・ロシア東欧株ファンド」の今後の運用方針について 

 

 
 

ロシアの状況について 

  2014 年は原油価格の大幅な下落と欧米の制裁措置によるロシア経済への悪影響から、ロシア

株式市場は新興国市場の中でも大きく下落しました。 

 

2015 年についても原油価格の動向とウクライナの地政学的リスクを背景に、ロシア株式は厳し

い状況が続くと見ています。また株式市場とロシア・ルーブル（以下、ルーブル）は大きな変動が予

想されます。現段階ではウクライナの緊張はこれ以上悪化しないものの、欧米からの制裁は 1 年間

は続くと考えています。 
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出所：ブルームバーグのデータを基にアムンディ・ジャパン作成  
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アムンディ・ロシア東欧株ファンドが主要投資対象し、アムンディが運用する「オーシャン・

ファンド・エクイティーズ・イースタン・ヨーロッパ」の運用方針についてご報告いたします。 
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出所：ブルームバーグのデータに基にアムンディ・ジャパン作成
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昨年 12 月中旬のロシア中央銀行による 17％への利上げはルーブル安への圧力を和らげるもの

です。一方で、マクロ面ではロシアは 2015 年に景気後退（少なくともマイナス 2％の GDP（国内総生

産）成長率）と二桁のインフレ率に直面すると思われます。もう一つのリスクとして、今後四半期ごと

に発生する対外債務の返済に関わる為替損失があります。また可処分所得の減少から消費部門

では厳しい環境が続きます。加えて 2015 年中に欧米による制裁の強化もありえると思われます。 

 

これまでのところ、プーチン大統領の国民からの支持率は高水準を保っているものの、食料品価

格の上昇や反プーチン派議員の動向などから政治的な混乱がないとはいえない状況です。一方で

株式市場の上昇要因として想定される事象は、原油価格の反発、EU（欧州連合）、米国、ロシア・ウ

クライナ間の緊張の緩和が挙げられます。 

 

 

原油価格について 

GCC（湾岸協力会議）諸国はこれまでのところ、減産せずに原油価格の下落を容認する姿勢で

す。原油の供給調整の多くは米国のシェールガス企業による減産からもたらされるでしょう。現段

階での市場のコンセンサスは2015年前半に原油価格の回復はみられず、今後6ヵ月以上にわたっ

て弱含むと見ています。 

 

主な要因は以下 4 点です。 

① 中東産油国は市場シェアを維持したい考えである 

② 他国では、低金利による設備投資コストの低下から、急速な生産・供給の減少には結びついて

いない 

③ 米国のシェールガスの実際の損益分岐点は不明であることから下値を模索することは難しい 

④ 現在進行中のプロジェクト開発が 2015 年、2016 年を通じて原油の供給増加要因となる 
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また、ブレント原油の現在の長期的な価格予想（市場コンセンサス）は1バレル＝80米ドルからさ

らに引き下げられています。その要因は、非 OPEC（石油輸出国機構）諸国が同意する原油価格の

設定にこれまで以上に多くの時間がかかること、原油サービス関連事業のコスト安、技術の進歩に

よる一層のコスト低下などです。 
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今後の運用方針について 

2015 年の年初時点で、ロシアを引き続きアンダーウェイトとする中で、ルーブル安から恩恵を受

ける素材（ダイヤモンド、鉄鋼、アルミ、ニッケル）セクターの輸出企業に注目しています。また、一

部の情報技術関連企業にも注目しています。一方で、公益、金融、通信、エネルギーの各セクター

については慎重なスタンスで臨みます。金融については、バリュエーションは割安なものの、銀行

の自己資本や 2015 年に増加が予想される引当金が懸念材料です。マーケットの環境次第ではよ

り積極的に投資行動を起こす機会も生じる可能性はあると考えています。 
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ファンドの目的

ファンドの特色

①　

②

③

収益分配金に関する留意事項

●

●

●

投資リスク

4/6

投資信託証券への投資を通じ、長期的な信託財産の成長を目指します。

（今後の政治・経済環境の変化にともない、投資対象国は増えることがあります。DR（預託証書）、ロンドン等その他の市場
に上場しているロシア・東欧諸国で事業展開を行う企業も含まれます。）

◆「オーシャン・ファンド・エクイティーズ・イースタン・ヨーロッパ」の運用および「Amundi Funds キャッシュ・ユーロ」の運用は
アムンディが行います。

◆投資対象となるサブファンドは追加・変更することがあります。

ファンドは、主として、ロシア・東欧諸国の企業、またはロシア・東欧諸国で事業展開を行う企業に投資し、長期的な信託財
産の成長を目指します。

ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。

ファンドは、ルクセンブルク籍の投資信託証券「オーシャン・ファンド・エクイティーズ・イースタン・ヨーロッパ」と「Amundi Funds
キャッシュ・ユーロ」に投資します。
ロシア・東欧株式への実質的な投資は「オーシャン・ファンド・エクイティーズ・イースタン・ヨーロッパ」を通じて行い、その組入
れを高位に保ちます。

原則として、為替ヘッジは行いません。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

＜お申込みの際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。＞

投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。

◆資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。◆

分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は
下がります。

分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。そ
の場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

ファンドは、投資対象サブファンドへの投資を通じて、主として外国株式など値動きのある有価証券（外貨建資産
には為替変動リスクがあります。）に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が
保証されているものではありません。ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割り込むことがあ
ります。ファンドの運用による損益は、すべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。

基準価額の変動要因としては、価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等が
挙げられます。なお、基準価額の変動要因（投資リスク）はこれらに限定されるものではありません。また、その他
の留意点としてファンドの繰上償還や収益分配金に関する留意事項、換金の中止等があります。詳しくは、投資
信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。

当資料のお取扱いについてのご注意
■当資料は、法定目論見書の補足資料としてアムンディ・ジャパン株式会社が作成した販売用資料であり、法令等に基づく開示資料ではあり
ません。■当ファンドの購入のお申込みにあたっては、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡しいた
しますので、お受取りの上、内容は投資信託説明書（交付目論見書）で必ずご確認ください。なお、投資に関する 終決定は、ご自身でご判
断ください。■当資料は、弊社が信頼する情報に基づき作成しておりますが、情報の正確性について弊社が保証するものではありません。ま
た、記載されている内容は、予告なしに変更される場合があります。■当資料に記載されている事項につきましては、作成時点または過去の
実績を示したものであり、将来の成果を保証するものではありません。また、運用成果は実際の投資家利回りとは異なります。■投資信託
は、元本および分配金が保証されている商品ではありません。■投資信託は値動きのある証券等に投資します。組入れた証券等の値下が
り、それらの発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により損失を被ることがあります。したがって、これら運用により投資
信託に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様に帰属いたします。■投資信託は預金、保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契
約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象と
はなりません。■投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。
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お申込みメモ

購入単位 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問合せください。

購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

購入代金 販売会社が定める期日までにお支払いください。

換金単位 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問合せください。

換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。

換金代金 換金申込受付日から起算して、原則として6営業日目から販売会社においてお支払いします。

購入・換金申込
受付不可日

お申込日がパリの祝休日またはルクセンブルクの銀行休業日の場合には、お申込みの受付は行いません。

申込締切時間 詳しくは販売会社にお問合せください。

換金制限
換金の申込総額が解約日における受益権総口数の10％を超える場合、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託
会社が合理的に判断する場合、諸事情により金融商品市場等における取引の停止等、一定の場合に換金の制限がか
かる場合があります。

購入・換金申込受付
の中止および取消し

委託会社は、金融商品市場における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金の申込受付を中
止すること、および既に受付けた購入・換金の申込受付を取消すことができます。

信託期間 無期限とします。（設定日：平成17年3月31日）

決算日 年1回決算、原則毎年10月20日とします。休業日の場合は翌営業日とします。

収益分配
年1回。原則として毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。分配金再投資コースは税引後無手数料で再
投資されます。

課税関係
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
配当控除および益金不算入制度は適用されません。

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料
購入申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が定める料率を乗じて得た金額とします。有価証券届出書作成日
現在の料率上限は3.78％（税抜3.5％）です。詳しくは販売会社にお問合せください。

信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た金額とします。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用
（信託報酬）

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年率0.9558％（税抜0.885％）を乗じて得た金額とし、ファンドの計算
期間を通じて毎日、費用計上されます。ファンドが投資する「オーシャン・ファンド・エクイティーズ・イースタン・ヨーロッパ」
および「Amundi Funds キャッシュ・ユーロ」の有価証券届出書作成日現在の運用報酬の上限は、それぞれの信託財産
の純資産総額に対し年率0.75％および0.10％となります。したがって当該運用報酬を考慮した場合のファンドの実質的な
信託報酬率の上限は、年率1.7058％（税込）となります。
毎計算期間の 初の6ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。
◆上記の運用管理費用（信託報酬）は、有価証券届出書作成日現在のものです。

その他の費用・
手数料

信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用（監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、目論見書・運
用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関連する
費用等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。）および受託会社の立替えた立替金の利
息は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
また、有価証券売買時の売買委託手数料、組入資産の保管費用および各サブファンドにそれぞれかかるルクセンブルク
の年次税（年率0.01％）などの諸費用がかかります。
※その他の費用・手数料の合計額は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することは
できません。

◆ファンドの費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。

委託会社、
その他の関係法人

委託会社 ： アムンディ・ジャパン株式会社
委託会社 ： 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）　第350号
委託会社 ： 加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
受託会社 ： 三菱UFJ信託銀行株式会社（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
販売会社 ： 販売会社につきましては巻末をご参照ください。

ファンドに関する
照会先

アムンディ・ジャパン株式会社
お客様サポートライン ： 0120-202-900（フリーダイヤル）
受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで

ホームページアドレス ： http://www.amundi.co.jp
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販売会社一覧（業態別・五十音順）
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日本証券業協会
一般社団法人
投資信託協会

一般社団法人
日本投資

顧問業協会

一般社団法人
金融先物

取引業協会

一般社団法人
第二種金融商品

取引業協会

株式会社荘内銀行 登録金融機関 東北財務局長(登金)第6号 ○

株式会社ジャパンネット銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第624号 ○ ○

株式会社新生銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第10号 ○ ○

株式会社但馬銀行 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第14号 ○

株式会社鳥取銀行 登録金融機関 中国財務局長(登金)第3号 ○

株式会社広島銀行 登録金融機関 中国財務局長(登金)第5号 ○ ○

三井住友信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第649号 ○ ○ ○

池田泉州TT証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第370号 ○

エース証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第6号 ○

SMBC日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251号 ○ ○ ○ ○

株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号 ○ ○

愛媛証券株式会社 金融商品取引業者 四国財務局長(金商)第2号 ○

香川証券株式会社 金融商品取引業者 四国財務局長(金商)第3号 ○

株式会社証券ジャパン 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第170号 ○

東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号 ○ ○ ○

内藤証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第24号 ○ ○

日産センチュリー証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第131号 ○ ○

西日本シティTT証券株式会社 金融商品取引業者 福岡財務支局長（金商）第75号 ○

浜銀TT証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1977号 ○

フィデリティ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第152号 ○

マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 ○ ○ ○

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336号 ○ ○ ○ ○

むさし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第105号 ○ ○

明和證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第185号 ○

楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号 ○ ○

リテラ・クレア証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第199号 ○

ワイエム証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第8号 ○

(以下の販売会社は換金のみの取扱いとなります）

日本証券業協会
一般社団法人
投資信託協会

一般社団法人
日本投資

顧問業協会

一般社団法人
金融先物

取引業協会

一般社団法人
第二種金融商品

取引業協会

ひろぎんウツミ屋証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第20号 ○

金融商品取引業者等 登録番号

加入協会

金融商品取引業者等 登録番号

加入協会

販売用資料
臨時レポート

追加型投信／海外／株式

アムンディ・ロシア東欧株ファンド


